
№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

1 三館　設備保守管理業務及び清掃管理業務委託
壬生町本丸一丁目8番33
号地内

指名競争 10,138,000 10,056,000環境整備㈱ 生涯学習課

2 平成26年度　壬生町水道施設　維持管理業務委託 壬生町全域 指名競争 18,180,000 14,040,000
セントラル工業㈱
栃木営業所

水道課

3 壬生中学校　校舎管理業務委託 町立壬生中学校 指名競争 1,408,000 797,800㈱クリーンエスト 学校教育課

4 南犬飼中学校　校舎管理業務委託 町立南犬飼中学校 指名競争 910,000 405,000㈱クリーンエスト 学校教育課

5 デジタル複写機 町立睦小学校　外2校 指名競争 44,958 42,870㈱鹿沼教材社 学校教育課

6 デジタル複写機 町立壬生中学校 指名競争 17,999 17,187システム興産㈱ 学校教育課

7 小学校　給食調理業務委託 町立藤井小学校　外2校 指名競争 20,580,000 19,680,000
シダックス大新東ヒュー
マンサービス㈱ 学校教育課

8 平成26年度　道路　維持管理業務委託 壬生町全域 指名競争 8,790,000 8,550,000大橋建設㈱ 建設課

9 終末処理場　維持管理業務委託 水処理センター 指名競争 93,150,000 91,000,000
水ing㈱ 北関東営
業所

下水道課

10農業集落排水処理施設　運転管理業務委託 壬生町内5地区処理施設 指名競争 18,720,000 9,300,000
宇都宮文化セン
ター㈱

下水道課

1 小中学校消防設備保守点検業務委託 町立小中学校　１０校 指名競争 1,100,000 920,000
（同）栃木県消防設備
保守協会

学校教育課

2 三館周辺庭園除草等管理業務委託
壬生町本丸一丁目8番33
号地内

指名競争 740,000 700,000㈲篠原造園土木 生涯学習課

3 町道植栽管理業務委託№3-170号線（その１） 本丸一丁目地内 指名競争 1,440,000 1,400,000㈲篠原造園土木 建設課

4 町道植栽管理業務委託№3-170号線（その２） 本丸一丁目地内 指名競争 1,180,000 1,120,000田崎造園㈱ 建設課

5 町道植栽管理業務委託一級町道3号線外 壬生甲地内 指名競争 1,270,000 1,220,000㈱川又造園 建設課

6 ひばりヶ丘団地1号棟屋上・外壁等改修工事設計業務委託 壬生丁281番地 指名競争 1,310,000 1,250,000㈲木野内設計 建設課

平成26年3月26日入札

平成26年4月17日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

7 おもちゃのまち駅西広場植栽管理業務委託 緑町地内 指名競争 1,000,000 950,000田崎造園㈱ 都市計画課

8 壬生町クリーンセンター植栽管理業務委託
壬生町大字壬生甲1,955
番地2

指名競争 1,033,000 1,000,000㈲山川造園 生活環境課

9 壬生町環境センター植栽管理業務委託
壬生町大字下稲葉2,585
番地1

指名競争 1,030,000 1,000,000㈱県南環境 生活環境課

10墓園植栽管理業務委託
壬生町大字国谷字明城
地内

指名競争 5,450,000 5,400,000㈱県南環境 生活環境課

11総合運動場除草等管理業務委託 壬生甲3828番地 指名競争 1,890,000 1,840,000㈲山川造園 スポーツ振興課

12北部運動場除草等管理業務委託 羽生田2869番地1 指名競争 910,000 880,000㈲篠原造園土木 スポーツ振興課

13南部運動場除草等管理業務委託 壬生甲1951番地1 指名競争 1,880,000 1,830,000㈲山川造園 スポーツ振興課

14わんぱく北っ子の森維持管理業務委託
壬生町大字北小林191番
地1、3、4

指名競争 1,140,000 1,100,000㈱川又造園 農政課

15わんぱく睦っ子の森維持管理業務委託
壬生町大字壬生丁232番
地14、23

指名競争 2,080,000 2,000,000㈲森田造園 農政課

16第6期壬生町高齢者保健福祉計画策定業務委託 壬生町全域 指名競争 3,700,000 2,950,000
エコまちづくり
フォーラム㈱

健康福祉課

17壬生町子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 壬生町全域 指名競争 2,350,000 2,250,000
㈱ジャパンインターナ
ショナル総合研究所 こども未来課

181-2・1-4・2-3・3-5消防自動車 壬生町地内 指名競争 62,960,000 61,480,000(合)渡辺商店 総務課

1 壬生中学校 管理特別教室棟 耐震補強工事
壬生町大字壬生甲2770
番地

一般競争 143,110,000 139,500,000
佐藤工業 株式会
社

学校教育課

2 壬生中学校 普通教室棟及び渡り廊下棟 耐震補強工事
壬生町大字壬生甲2770
番地

一般競争 134,280,000 130,000,000
大島建設工業 株
式会社

学校教育課

3
社会資本整備総合交付金事業（H25繰越）稲葉汚水幹線整
備工事

壬生町大字壬生甲地内 一般競争 29,790,000 28,600,000
佐藤工業 株式会
社

下水道課

1 東雲橋上流桜等管理業務委託
壬生町大字壬生甲地内
他

指名競争 1,090,000 1,050,000㈲橋本造園 商工観光課

平成26年5月21日入札

平成26年4月25日開札　(一般競争入札)

－2－



№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

2 車塚古墳・牛塚古墳除草業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 950,000 920,000㈱県南環境 生涯学習課

3 平成26年度 新設工事実施設計業務委託 壬生町大字藤井地内 指名競争 5,060,000 4,750,000㈱工藤設計 水道課

4 平成26年度 第１号工 老朽管更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 25,060,000 24,000,000小林設備㈲ 水道課

5 平成26年度 第２号工 老朽管更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 19,080,000 18,250,000俊工設備工業㈱ 水道課

6 平成26年度 第３号工 配水管布設工事 壬生町大字福和田地内 指名競争 13,630,000 13,050,000㈲松本管工設備 水道課

7 壬生町臨時福祉給付金給付事業人材派遣業務委託
壬生町臨時福祉給付金
等対策室

指名競争 1,820,000 1,637,048
㈱エヌ・ティ・ティ・ソルコ
栃木営業所 健康福祉課

8
壬生町子育て世帯臨時特例給付金支給事業人材派遣業務
委託

壬生町臨時福祉給付金
等対策室

指名競争 1,600,000 1,441,314
㈱エヌ・ティ・ティ・ソルコ
栃木営業所 こども未来課

9 藤井小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字藤井1267番
地

指名競争 14,340,000 14,000,000和久井電機㈱ 学校教育課

10稲葉小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字上稲葉881番
地

指名競争 17,470,000 16,900,000㈲大橋電気工事 学校教育課

11羽生田小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字羽生田2139
番地1

指名競争 14,980,000 14,500,000㈲井手電機商会 学校教育課

12壬生北小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字北小林190番
地

指名競争 17,330,000 16,470,000㈲芝原電設 学校教育課

13安塚小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字安塚2078番
地

指名競争 26,330,000 25,600,000㈱水井 学校教育課

14藤井小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字藤井1267番
地

指名競争 730,000 680,000㈲大橋建築設計事務所 学校教育課

15稲葉小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字上稲葉881番
地

指名競争 840,000 790,000㈱オーガニックスタジオ 学校教育課

16羽生田小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字羽生田2139
番地1

指名競争 750,000 710,000㈱オーガニックスタジオ 学校教育課

17壬生北小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字北小林190番
地

指名競争 840,000 800,000梁島一級建築士事務所 学校教育課

18安塚小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字安塚2078番
地

指名競争 1,130,000 1,080,000梁島一級建築士事務所 学校教育課

19小中学校経常的消耗品（印刷機用マスター・インク） 町立壬生小学校外４校 指名競争 1,120,800 1,023,000㈱鹿沼教材社 学校教育課
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

20用地測量業務委託№3-177号線 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 2,720,000 2,560,000栃木中央測量㈱ 建設課

21雨水排水整備工事№2-117号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 5,630,000 5,450,000㈲小田垣工業 建設課

22舗装修繕工事№1-145号線 壬生町大字福和田地内 指名競争 2,190,000 2,100,000㈲楡木建設 建設課

23庁舎周辺植栽維持管理業務委託 壬生町通町地内 指名競争 711,000 680,000田崎造園㈱ 総務課

24ふれあいプール管理運営業務委託
壬生町大字羽生田241番
地

指名競争 16,500,000 16,200,000㈱鈴和 スポーツ振興課

25ふれあいプール水循環機械設備保守管理業務委託
壬生町大字羽生田241番
地

指名競争 2,440,000 2,320,000昭和工機㈱ スポーツ振興課

26ふれあいプール場内除草等管理業務委託
壬生町大字羽生田241番
地

指名競争 1,090,000 1,050,000㈲篠原造園土木 スポーツ振興課

27地籍調査事務支援システム機器等 壬生町役場農政課 指名競争 82,800 77,300㈱ＪＥＣＣ営業本部 農政課

28
平成25年度繰越汚水処理施設整備交付金農業集落排水事
業黒川東部地区管路工事（第1工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 17,210,000 16,550,000㈲市川工務店 下水道課

29
平成25年度繰越汚水処理施設整備交付金農業集落排水事
業黒川東部地区管路工事（第2工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 22,870,000 21,980,000㈲山川建設 下水道課

1
平成26年度 農業集落排水工事に伴う配水管切廻し工事実
施設計業務委託

壬生町大字羽生田地内 指名競争 2,120,000 2,000,000日昌測量設計㈱ 水道課

2 平成26年度 取水・導水施設整備工事施工監理業務委託 壬生町大字羽生田地内 指名競争 2,050,000 1,900,000㈱工藤設計 水道課

3
平成26年度 中央配水区第３水源発電機室・取水ポンプ室
築造工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 17,150,000 16,870,000㈲木野内組 水道課

4 平成26年度 第４号工 導水管布設工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 4,910,000 4,700,000大渕工業㈱ 水道課

5 平成26年度 第５号工 配水管布設工事 壬生町大字上田地内 指名競争 16,050,000 15,400,000㈲斉藤設備工業 水道課

6
社会資本整備総合交付金事業公共下水道工事（北部処理
区）その１工区

壬生町大字安塚地内 指名競争 27,290,000 26,200,000大藤建設㈱ 下水道課

7
平成25年度繰越汚水処理施設整備交付金 農業集落排水
事業 黒川東部地区 管路工事 （第３工区）

壬生町大字福和田地内 指名競争 23,450,000 22,500,000㈲中山工業 下水道課

平成26年6月4日入札
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予定価格
（税抜き）
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8 平成26年度 農業集落排水事業 恵川地区 管路工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 3,030,000 2,900,000㈲町田建設 下水道課

9 羽生田産業団 地緩衝緑地 除草業務委託 壬生町大字羽生田地内 指名競争 3,060,000 2,950,000㈲栃木グリーン 都市計画課

10ごみ焼却施設触媒反応塔内触媒交換工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 45,220,000 33,000,000㈱スガテック 生活環境課

11
壬生中学校普通教室棟及び渡り廊下棟、管理特別教室棟
耐震補強工事監理業務委託

壬生町大字壬生甲2770
番地

指名競争 11,970,000 11,300,000
㈱オー・ジー・オー・アソ
シエイツ 学校教育課

12壬生小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町本丸二丁目3番7
号

指名競争 36,990,000 36,000,000和久井電機㈱ 学校教育課

13壬生東小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町落合三丁目5番21
号

指名競争 34,510,000 33,300,000㈲大橋電気工事 学校教育課

14睦小学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字壬生丁230番
地１

指名競争 31,780,000 30,190,000㈲芝原電設 学校教育課

15壬生小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町本丸二丁目3番7
号

指名競争 1,440,000 1,360,000㈲大橋建築設計事務所 学校教育課

16壬生東小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町落合三丁目5番21
号

指名競争 1,370,000 1,310,000㈲木野内設計 学校教育課

17睦小学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字壬生丁230番
地１

指名競争 1,300,000 1,240,000㈲木野内設計 学校教育課

18町立小中学校建築非構造部材耐震点検業務委託 町立小中学校10校 指名競争 9,190,000 8,700,000㈲池澤設計 学校教育課

19小中学校屋上竪樋清掃業務委託 町立壬生小学校外5校 指名競争 650,000 380,000小山ビルサービス㈱ 学校教育課

20小中学校給食棟給排気関連機器清掃点検業務委託 町立壬生小学校外4校 指名競争 600,000 520,000㈱クリーンエスト 学校教育課

21小学校パソコン等機器 町立壬生小学校外2校 指名競争 371,680 343,730㈱ＪＥＣＣ営業本部 学校教育課

22南犬飼中学校パソコン等機器 町立南犬飼中学校 指名競争 421,360 389,680㈱ＪＥＣＣ営業本部 学校教育課

23
社会資本整備総合交付金事業 道路付属物（標識・照明）点
検業務委託

壬生町全域 指名競争 4,200,000 4,000,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 建設課

24
社会資本整備総合交付金事業 舗装補修工法検討業務委
託 町道3-461号

壬生町落合二丁目地内 指名競争 780,000 740,000
ニチレキ㈱ 関東支店
栃木営業所 建設課

25
社会資本整備総合交付金事業 測量設計業務委託 二級町
道53号

壬生町大字藤井地内 指名競争 2,790,000 2,600,000日昌測量設計㈱ 建設課
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
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26橋梁修繕詳細設計業務委託 一級町道６号線（通学橋） 壬生町大字羽生田地内 指名競争 3,040,000 2,850,000
大日本コンサルタント㈱
宇都宮事務所 建設課

27舗装修繕工事 町道3-228号線 壬生町大字壬生乙地内 指名競争 2,140,000 2,030,000㈲山川建設 建設課

28調整池（六美地区）除草管理業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 660,000 630,000㈲栃木グリーン 建設課

29ふれあいプール流水プール用ろ過機ろ材交換工事
壬生町大字羽生田241番
地

指名競争 2,440,000 2,315,000昭和工機㈱ スポーツ振興課

1平成２６年度 中央配水区 機械・電気計装設備工事
壬生町大字助谷・大字羽
生田地内

一般競争 121,940,000 115,000,000メタウォーター株式会社 水道課

2
社会資本整備総合交付金事業（六美地区） 道路改良工事
町道2-318号 その２

壬生町大字壬生丁地内 一般競争 34,420,000 33,200,000稲葉建設株式会社 建設課

3
社会資本整備総合交付金事業（六美地区） 道路改良工事
町道2-318号 その１

壬生町大字壬生丁地内 一般競争 32,280,000 30,950,000大橋建設株式会社 建設課

1 おもちゃ博物館空調熱交換器改修工事 壬生町おもちゃ博物館 指名競争 18,610,000 18,000,000小林工業㈲ 商工観光課

2 国谷駅前広場基本構想業務委託 至宝一丁目地内 指名競争 2,630,000 2,500,000協和測量設計㈱ 都市計画課

3 六美北部地区現況測量権利調査業務委託 六美北部地区 指名競争 24,400,000 23,500,000
三立調査設計㈱ 壬生
営業所 都市計画課

4 まちづくり全体基礎調査業務委託 壬生町全域 指名競争 2,750,000 2,600,000㈱都市環境設計室 都市計画課

5 壬生中学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字壬生甲2770
番地

指名競争 36,650,000 35,500,000㈱水井 学校教育課

6 南犬飼中学校普通教室等空調機設置工事
壬生町大字北小林743番
地

指名競争 34,890,000 33,460,000
㈱アスライブ 壬生営業
所 学校教育課

7 壬生中学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字壬生甲2770
番地

指名競争 1,430,000 1,350,000㈲甫坂設計 学校教育課

8 南犬飼中学校普通教室等空調機設置工事監理業務委託
壬生町大字北小林743番
地

指名競争 1,380,000 1,300,000㈲甫坂設計 学校教育課

9 小学校給食用備品 町立壬生小学校　外１校 指名競争 760,000 318,000
㈱マルゼン 宇都宮営業
所 学校教育課

平成26年6月16日開札　(一般競争入札)

平成26年7月17日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

10小中学校給食用食器類 町立小中学校　10校 指名競争 4,390,500 4,356,400
（公財）栃木県学校給食
会 学校教育課

11平成26年度 第6号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内 指名競争 18,350,000 17,700,000㈲松本管工設備 水道課

12平成26年度 第7号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内 指名競争 9,130,000 8,850,000小田垣総合設備㈱ 水道課

13平成26年度 第8号工 老朽管更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 5,940,000 5,700,000㈱水井 水道課

14平成26年度 第9号工 老朽管更新工事
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

指名競争 5,390,000 5,200,000伊藤工業㈲ 水道課

15
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第1工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 24,640,000 23,700,000大藤建設㈱ 下水道課

16
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第2工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 11,610,000 11,250,000㈲小田垣工業 下水道課

17
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第3工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 22,880,000 21,950,000大橋建設㈱ 下水道課

18
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第4工区）

壬生町大字福和田地内 指名競争 24,090,000 23,200,000佐藤工業㈱ 下水道課

19
汚水処理施設整備交付金事業公共下水道工事（北部処理
区）その１工区

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 25,450,000 24,600,000㈲山川建設 下水道課

20
社会資本整備総合交付金事業雨水管渠（北部第7排水区）
実施設計業務委託

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 18,830,000 17,200,000
㈱日本水道設計社 栃
木事務所 下水道課

21庁舎東棟太陽光発電設備設計監理業務委託 壬生町通町地内 指名競争 1,060,000 1,000,000㈲甫坂設計 総務課

22
ごみ焼却施設1.2系給塵装置内破袋刃及びスクレーパー交
換工事

壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 17,240,000 16,600,000
神鋼環境メンテナンス
㈱ 東日本支店 生活環境課

23
社会資本整備総合交付金事業用地調査業務委託 二級町
道53号

壬生町大字藤井地内 指名競争 2,020,000 1,900,000日昌測量設計㈱ 建設課

24測量設計業務委託 二級町道68号線 壬生町大字上田地内 指名競争 6,460,000 6,100,000
㈱富貴沢建設コンサル
タンツ 建設課

25測量設計業務委託 町道2-174号線 壬生町大字国谷地内 指名競争 3,850,000 3,630,000
㈱都市開発コンサルタ
ント 建設課

26測量設計業務委託 町道1-206号線 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 2,770,000 2,650,000
三立調査設計㈱ 壬生
営業所 建設課

27雨水排水整備工事 町道2-302号線
壬生町おもちゃのまち二
丁目地内

指名競争 5,320,000 5,150,000㈲町田建設 建設課

－7－



№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

28雨水排水整備工事 町道2-131号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 4,590,000 4,420,000㈱柏倉組 建設課

1 壬生中央公民館大ホール舞台機構電気設備等改修工事
壬生町本丸一丁目8番33
号地内

一般競争 68,790,000 65,910,000和久井電機株式会社 生涯学習課

1 南犬飼中学校柔剣道場軒樋改修工事設計業務委託 町立南犬飼中学校 指名競争 1,400,000 1,300,000梁島一級建築士事務所 学校教育課

2 地籍調査・藤井壬生甲・乙Ⅱ地区地籍細部測量等業務委託
壬生町大字藤井、壬生
甲・乙地内

指名競争 1,148,000 1,090,000㈱篠原設計 農政課

3
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第５工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 8,890,000 8,550,000㈲出井建設 下水道課

4
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第６工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 24,160,000 23,400,000稲葉建設㈱ 下水道課

5
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第７工区）

壬生町大字福和田地内 指名競争 22,170,000 21,300,000㈲市川工務店 下水道課

6 ごみ焼却施設第２ガス冷却室二重ダンパー等交換工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 8,130,000 7,640,000㈱新成エンジニアリング 生活環境課

7 嘉陽が丘ふれあい広場宿泊棟ロビー等改修工事
壬生町大字上稲葉1056
番地8

指名競争 6,170,000 6,000,000㈲早乙女工務店 生涯学習課

8 平成26年度 第10号工 老朽管更新工事 壬生町表町地内 指名競争 17,430,000 16,700,000俊工設備工業㈱ 水道課

9 平成26年度 第11号工 老朽管更新工事 壬生町表町地内 指名競争 15,130,000 14,650,000小林工業㈲ 水道課

10平成26年度 第12号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内外 指名競争 11,680,000 11,330,000小田垣総合設備㈱ 水道課

11
平成26年度 第13号工 農業集落排水工事に伴う配水管切
廻し工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 4,590,000 4,450,000大渕工業㈱ 水道課

12
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）測量設計業務委
託 町道2-318号

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 4,560,000 4,300,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 建設課

13
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
町道2-328号

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 24,620,000 23,800,000㈲山川建設 建設課

14社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 町道2-166号 壬生町大字北小林地内 指名競争 19,100,000 18,500,000大島建設工業㈱ 建設課

平成26年7月28日開札　(一般競争入札)

平成26年8月7日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

15舗装修繕工事 町道3-272号 壬生町大字壬生乙地内 指名競争 7,580,000 7,300,000関東道路㈱ 栃木支店 建設課

16舗装修繕工事 町道2-198号 壬生町若草町地内 指名競争 3,810,000 3,700,000㈲楡木建設 建設課

17ひばりヶ丘団地１号棟屋上・外壁等改修工事監理業務委託
壬生町大字壬生丁281番
地

指名競争 810,000 770,000㈲木野内設計 建設課

18ひばりヶ丘団地１号棟屋上・外壁等改修工事
壬生町大字壬生丁281番
地

指名競争 21,090,000 20,500,000㈲野州塗装工業 建設課

19ＬＥＤバルーン照明機 壬生町通町地内 指名競争 5,760,000 5,760,000(合)渡辺商店 総務課

1 壬生聖地公園第２工区Ｅ・Ｆ区域整備工事 壬生町大字国谷地内 一般競争 33,960,000 32,500,000佐藤工業㈱ 都市計画課

1 壬生町障がい福祉計画策定業務委託 壬生町全域 指名競争 3,600,000 3,400,000
エコまちづくりフォーラム
㈱ 健康福祉課

2 固定資産税写真図作成業務委託 壬生町全域 指名競争 9,390,000 8,800,000
国際航業㈱宇都宮営業
所 税務課

3
壬生中央公民館大ホール舞台機構電気設備等改修工事監
理業務委託

壬生町本丸一丁目８番３
３号地内

指名競争 2,160,000 2,050,000（株）マガミ企画設計 生涯学習課

4
稲葉地区公民館太陽光発電装置設置工事設計監理業務委
託

壬生町大字上稲葉932番
地地内

指名競争 1,730,000 1,650,000㈲木野内設計 生涯学習課

5
南犬飼地区公民館太陽光発電設備設置工事設計監理業務
委託

壬生町大字安塚1179番
地地内

指名競争 1,000,000 950,000㈲甫坂設計 生涯学習課

6 図書館書庫内移動式書架
壬生町本丸一丁目８番３
３号地内

指名競争 3,000,000 2,952,000
㈲イズミコーポレーショ
ン 生涯学習課

7 平成26年度 第14号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内 指名競争 14,960,000 14,500,000㈲斉藤設備工業 水道課

8 平成26年度 第15号工 配水管布設工事 壬生町大字壬生乙地内 指名競争 11,190,000 10,800,000㈲松本管工設備 水道課

9 平成26年度 第16号工 老朽管更新工事 壬生町緑町一丁目地内 指名競争 10,810,000 10,350,000伊藤工業㈲ 水道課

10平成26年度 第17号工 老朽管更新工事 壬生町緑町一丁目地内 指名競争 8,060,000 7,800,000大渕工業㈱ 水道課

平成26年9月3日入札

平成26年8月25日開札　(一般競争入札)
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

11
平成26年度 第18号工 農業集落排水工事に伴う配水管切
廻し工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 16,890,000 16,300,000小林設備㈲ 水道課

12インバーター搭載発電機 壬生町役場 指名競争 1,040,000 1,032,000レンタ建機㈲ 総務課

13今井地区まちづくり推進調査業務委託 今井地区 指名競争 4,050,000 3,800,000㈱都市環境設計室 都市計画課

14壬生聖地公園第２工区Ｅ・Ｆ区域電気工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 1,510,000 1,450,000㈲芝原電設 都市計画課

15
平成26年度 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 地形
図作成業務委託 下稲葉地区

壬生町大字下稲葉地内 指名競争 9,650,000 8,900,000
国際航業㈱宇都宮営業
所 農政課

16
汚水処理施設整備交付金事業公共下水道マンホールポン
プ施設設置工事

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 7,490,000 7,170,000三水プラント㈱ 下水道課

17
社会資本整備総合交付金事業公共下水道工事（北部処理
区）その２工区

壬生町大字安塚地内 指名競争 21,710,000 21,000,000小林工業㈲ 下水道課

18
社会資本整備総合交付金事業公共下水道工事（稲葉処理
分区）その１工区

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 25,190,000 24,180,000大橋建設㈱ 下水道課

19
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第8工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 13,740,000 13,200,000㈲若林建設 下水道課

20
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第9工区）

壬生町大字羽生田外地
内

指名競争 13,170,000 12,680,000㈲楡木建設 下水道課

21
平成26年度汚水処理施設整備交付金農業集落排水事業黒
川東部地区管路工事（第10工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 7,810,000 7,480,000㈱柏倉組 下水道課

22
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
町道2-337号

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 18,850,000 18,200,000㈲中山工業 建設課

23
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
町道2-327号その１

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 12,730,000 12,480,000㈲町田建設 建設課

24社会資本整備総合交付金事業 舗装修繕工事 町道3-461号 壬生町落合地内 指名競争 11,890,000 11,450,000関東道路㈱ 栃木支店 建設課

25道路改良工事 町道2-278号線
壬生町おもちゃのまち一
丁目地内

指名競争 15,460,000 14,900,000大藤建設㈱ 建設課

26測量設計業務委託 町道2-306号線
壬生町おもちゃのまち二
丁目地内

指名競争 4,140,000 3,900,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 建設課

1 壬生町立壬生中央公民館エレベーター設置工事
壬生町本丸一丁目８番３
３号地内

一般競争 33,630,000 32,600,000佐藤工業㈱ 生涯学習課

平成26年10月3日開札　(一般競争入札)
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

1
壬生町立壬生中央公民館エレベーター設置工事監理業務
委託

壬生町本丸一丁目８番３
３号地内

指名競争 1,280,000 1,200,000㈱マガミ企画設計 生涯学習課

2 児童館太陽光発電設備設置工事
壬生町大字壬生丁２８１
番地

指名競争 5,470,000 5,190,000㈲高山電気 こども未来課

3 ごみ焼却施設１・２系№１ダスト搬送コンベヤ修繕工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 16,020,000 15,000,000㈱新成エンジニアリング 生活環境課

4
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
町道2-327号その２

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 14,100,000 13,500,000㈲中山工業 建設課

5 社会資本整備総合交付金事業舗装新設工事 町道2-166号 壬生町大字北小林地内 指名競争 6,420,000 6,080,000大橋建設㈱ 建設課

6 道路改良工事 一級町道５号線 壬生町大字壬生乙地内 指名競争 15,290,000 14,600,000㈲出井建設 建設課

7 舗装修繕工事 町道2-137号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 4,510,000 4,300,000関東道路㈱ 栃木支店 建設課

8 舗装修繕工事 町道2-130号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 2,020,000 1,950,000㈱柏倉組 建設課

9 用地測量業務委託 町道3-139号線外 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 3,470,000 3,270,000晃洋設計測量㈱ 建設課

10用地調査業務委託 町道1-206号線 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 1,360,000 1,290,000
三立調査設計㈱ 壬生
営業所 建設課

11平成26年度 道路台帳補正業務委託 壬生町全域 指名競争 4,920,000 4,670,000
東日本総合計画㈱ 宇
都宮営業所 建設課

12
社会資本整備総合交付金事業公共下水道工事（北部処理
区）その３工区

壬生町大字安塚地内 指名競争 17,960,000 17,100,000㈲山川建設 下水道課

13水処理センター№１調整槽水中攪拌機更新工事
壬生町おもちゃのまち５
丁目地内

指名競争 6,100,000 5,880,000三水プラント㈱ 下水道課

14
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第13工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 15,560,000 15,090,000㈲木野内組 下水道課

15
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第11工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 11,740,000 11,300,000㈲町田建設 下水道課

16
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第12工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 19,550,000 18,900,000㈲市川工務店 下水道課

17
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第14工区）

壬生町大字福和田地内 指名競争 17,090,000 16,400,000大藤建設㈱ 下水道課

平成26年10月16日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

18
平成25年度繰越 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水
事業 黒川東部地区 舗装復旧工事

壬生町大字助谷地内 指名競争 8,390,000 8,150,000㈲楡木建設 下水道課

19庁舎東棟太陽光発電設備設置工事
壬生町通町12番22号地
内

指名競争 17,970,000 17,340,000和久井電機㈱ 総務課

1 小中学校窓ガラス清掃業務委託 町立小中学校１０校 指名競争 1,100,000 997,682小山ビルサービス㈱ 学校教育課

2 壬生町消防団新基準活動服 壬生町役場 指名競争 6,460,000 5,934,000(合)渡辺商店 総務課

3 稲葉地区公民館太陽光発電装置設置工事
壬生町大字上稲葉932番
地 地内

指名競争 22,500,000 21,800,000㈲大橋電気工事 生涯学習課

4 南犬飼地区公民館太陽光発電設備設置工事
壬生町大字安塚1179番
地 地内

指名競争 13,090,000 12,560,000㈲芝原電設 生涯学習課

5 平成26年度 水道取水施設更新工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 2,590,000 2,510,000小田垣総合設備㈱ 水道課

6 平成26年度 第19号工 老朽管更新工事 壬生町大師町地内 指名競争 5,540,000 5,330,000㈱水井 水道課

7
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
町道2-331号

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 24,710,000 23,700,000佐藤工業㈱ 建設課

8
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）舗装新設工事
町道2-327号

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 7,890,000 7,600,000関東道路㈱ 栃木支店 建設課

9 舗装修繕工事 町道1-247号線外
壬生町大字福和田外地
内

指名競争 4,610,000 4,350,000大橋建設㈱ 建設課

10舗装修繕工事 町道2-229号線 壬生町緑町三丁目地内 指名競争 4,670,000 4,450,000㈲山川建設 建設課

11
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第15工区）

壬生町大字福和田地内 指名競争 10,110,000 9,600,000㈲中山工業 下水道課

12
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第16工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 14,150,000 13,400,000㈲小田垣工業 下水道課

13ごみ焼却施設排ガス処理装置清掃業務委託
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 1,690,000 1,600,000三水プラント㈱ 生活環境課

1 印鑑付ボールペン（中学校卒業記念品） 町立中学校２校 指名競争 1,019,200 946,000
㈲イズミコーポレーショ
ン 学校教育課

2 壬生聖地公園園路舗装工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 13,570,000 13,100,000稲葉建設㈱ 都市計画課

平成26年11月13日入札

平成26年12月8日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

3 水処理センター緩衝帯樹木剪定業務委託
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

指名競争 2,050,000 1,950,000田崎造園㈱ 下水道課

4 下水道管渠清掃業務委託
壬生町緑町二丁目外地
内

指名競争 1,960,000 1,850,000㈲関東実行センター 下水道課

5
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第17工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 11,040,000 10,580,000㈱柏倉組 下水道課

6
平成26年度 汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 舗装復旧工事（第1工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 8,530,000 8,180,000大橋建設㈱ 下水道課

7 平成26年度 第20号工 老朽管更新工事 壬生町通町地内外 指名競争 7,480,000 7,180,000伊藤工業㈲ 水道課

8 平成26年度 第21号工 老朽管更新工事
壬生町本丸二丁目地内
外

指名競争 4,840,000 4,690,000大渕工業㈱ 水道課

9
平成26年度 第22号工 公共下水道工事に伴う配水管切廻し
工事

壬生町大字安塚地内 指名競争 4,580,000 4,440,000小田垣総合設備㈱ 水道課

10平成26年度 第23号工 老朽管更新工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,400,000 1,350,000㈱水井 水道課

11
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
町道2-328号その２

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 14,360,000 13,700,000大藤建設㈱ 建設課

12
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）道路改良工事
二級町道59号

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 11,370,000 10,800,000㈲市川工務店 建設課

13橋梁修繕工事 一級町道６号線（通学橋） 壬生町大字羽生田地内 指名競争 12,340,000 12,000,000㈲若林建設 建設課

14雨水排水整備工事 町道2-156号線 壬生町大字北小林地内 指名競争 3,740,000 3,580,000㈲出井建設 建設課

15舗装修繕工事 町道3-204号線 壬生町大字藤井地内 指名競争 10,380,000 9,900,000㈲山川建設 建設課

16舗装修繕工事 町道3-267,268号線 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 2,310,000 2,250,000佐藤工業㈱ 建設課

17測量設計業務委託 町道2-146号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 3,980,000 3,750,000㈱ヨネヤプランニング 建設課

1 平成26年度保全松林緊急保護整備事業 衛生伐業務委託
壬生町大字壬生甲地内
外

指名競争 2,220,000 2,170,000㈱県南環境 農政課

2
社会資本整備総合交付金事業（六美地区）舗装新設工事
町道2-328号外

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 11,760,000 11,400,000㈲山川建設 建設課

3 擁壁設置工事 認定外路線 壬生町元町地内 指名競争 2,720,000 2,600,000㈲中山工業 建設課

平成27年1月15日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

4 ごみ焼却施設１系焼却炉内耐火物修繕工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 11,900,000 8,800,000
京浜築炉工業㈱ 小名
浜営業所 生活環境課

5 南犬飼中学校普通教室空調機設置工事 町立南犬飼中学校 指名競争 1,770,000 1,700,000㈱水井 学校教育課

6 小学校給食用備品 町立安塚小学校 指名競争 1,069,000 1,010,000
日本調理機㈱ 栃木営
業所 学校教育課

7 デジタル複写機（壬生小学校） 町立壬生小学校 指名競争 26,930 17,920
㈲イズミコーポレーショ
ン 学校教育課

8 デジタル複写機（南犬飼中学校） 町立南犬飼中学校 指名競争 24,517 16,650
㈲イズミコーポレーショ
ン 学校教育課

9 水処理センター水処理施設沈砂除去清掃業務委託
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

指名競争 1,150,000 1,060,000平石環境システム㈱ 下水道課

10
平成26年度汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 管路工事（第18工区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 6,960,000 6,700,000㈲小田垣工業 下水道課

11
平成26年度汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 舗装復旧工事（第２工区）

壬生町大字助谷地内 指名競争 1,720,000 1,660,000稲葉建設㈱ 下水道課

12
平成26年度汚水処理施設整備交付金 農業集落排水事業
黒川東部地区 舗装復旧工事（第３工区）

壬生町大字助谷外地内 指名競争 2,780,000 2,650,000㈲町田建設 下水道課
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